
ビッグデータクラスタの設定
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•外部データベース設定の作成（1ページ）
• Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成（3ページ）
• Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 - Hadoopクラスタ作成後（4ペー
ジ）

• QoSシステムクラス（5ページ）
•クラスタ前パフォーマンステストの設定（9ページ）
• NTPサーバの詳細を追加する（10ページ）
•必須 OSおよびビッグデータソフトウェアの Cisco UCS Directorベアメタルエージェント
へのアップロード （10ページ）

• Cisco UCS Director Express for Big Data Bare Metal Agent上での Cloudera、MapR、および
Hortonworks RPM（16ページ）

• Hadoopクラスタのディストリビューションのアップグレードのための Clouderaおよび
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外部データベース設定の作成
インスタント Hadoopクラスタおよびカスタマイズされた Hadoopクラスタ作成の操作を使用
して、すべての Hadoopディストリビューション（Cloudera、MapR、および Hortonworks）の
独自の外部データベースを備えた各 Hadoopクラスタを導入できます。

Cisco UCS Director Express for Big Dataで、新しいデータベースを設定すること、またはその中
の既存のデータベースを使用することができます。Oozie、Hive、およびHueの各サービスは、
[CreateExternalDatabaseConfigurations]ダイアログを使用して作成した設定済みのデータベー
ス情報を使用します。
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MySQLはCiscoUCSDirector Express for BigDataでサポートされいている唯一の外部データベー
スです

（注）

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Settings]を選択します。

ステップ 2 [External Database]をクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。

外部データベーステーブルから以前に作成したデータベースを変更または削除できます。

ステップ 4 [Create External Database Configurations]画面で、次のフィールドに値を入力します。

説明名前

作成するデータベースタイプの一意の名前を入力し

ます。

[Database Name]フィールド

リストからデータベースのタイプを選択します。[Database Type]フィールド

データベースサーバの IPv4アドレスを入力します。[Server Name ]フィールド

データベースのタイプに基づいてポート番号を入力

します。

[Port] フィールド

データベースサーバにアクセスするためのユーザ名

を入力します。

[User Name]フィールド

データベースサーバにアクセスするためのパスワー

ドを入力します。

[Password]フィールド

データベースサーバにアクセスするためのパスワー

ドを確認します。

[Confirm Password]フィールド

ステップ 5 [Submit]をクリックします。

次のタスク

インスタント Hadoopクラスタとカスタマイズされた Hadoopクラスタ作成の操作で、Hadoop
クラスタを導入します。
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Hadoop配信サービスで使用されるデフォルトのデータベース

Cloudera（サービス名）のデフォルトのデータベース:

• Cloudera Manager—mysql

• Oozie—mysql

• Hive—mysql

• Hue—mysql

MapR（サービス名）のデフォルトのデータベース:

• Oozie—Derby

• Hive—mysql

• Hue—SQlite

Hortonworks（サービス名）のデフォルトのデータベース:

• Ambari—PostGres

• Oozie—Derby

• Hive—mysql

Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成
Hadoopクラスタをトリガーする前に、メニューバーの [Hadoop設定パラメータ (HadoopConfig
Parameters)]タブ [ソリューション (Solutions)] > [ビッグデータ (Big Data)] > [設定 (Settings)]か
らのみ Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートを作成できます。Hadoopクラスタ設定
パラメータテンプレートを選択して、編集、複製、または削除ができます。

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Settings]を選択します。

ステップ 2 [Hadoop構成パラメータ]をクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。

ステップ 4 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ (Hadoop Config Parameters)]ページで、次のフィール
ドに値を入力してください。

説明名前

Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの一
意の名前。

[Template Name]フィールド
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説明名前

Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの説
明。

[Template Description] フィールド

Hadoopディストリビューションを選択します。[Hadoopディストリビューション (Hadoop
Distribution)]ドロップダウンリスト

Hadoopディストリビューションのバージョンを選
択します。

[Hadoopディストリビューションバージョン
(HadoopDistributionVersion)]ドロップダウンリス
ト

ステップ 5 [Next]をクリックします。

ステップ 6 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - HDFSサービス (Hadoop Config Parameters - HDFS
Service)]ページで、HadoopクラスタHDFSサービスパラメータの名前、値、および最低限のサポート対
象 Hadoopディストリビューションを指定してください。

ステップ 7 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - YARNサービス (Hadoop Config Parameters - YARN
Service)]ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 8 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - HBaseサービス (Hadoop Config Parameters - HBase
Service)]ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 9 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - MapReduceサービス (Hadoop Config Parameters -
MapReduce Service)]ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 10 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - Zookeeperサービス (Hadoop Config Parameters -
Zookeeper Service)]ページで、次のパラメータを設定してください。

ステップ 11 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの作成 (Create Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ -その他のパラメータ (Hadoop Config Parameters -
Miscellaneous Parameters)]ページで、 (ServiceLevelおよびRoleLevel）パラメータを設定してください。

ステップ 12 [送信（Submit）]をクリックします。

Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 -
Hadoopクラスタ作成後

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Accounts]を選択します。

ステップ 2 [Hadoopアカウント]タブをクリックし、既存の Hadoopアカウントを選択します。
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ステップ 3 [クラスタの設定 (Configure Cluster)]をクリックします。

ステップ 4 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 (Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ (Hadoop Config Parameters)]ページで、Hadoopディ
ストリビューションを選択します。

ステップ 5 [Next]をクリックします。

ステップ 6 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 (Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - HDFSサービス (Hadoop Config Parameters - HDFS
Service)]ページで、HadoopクラスタHDFSサービスパラメータの名前、値、および最低限のサポート対
象 Hadoopディストリビューション (ある場合)を指定してください。

ステップ 7 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 (Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - YARNサービス (Hadoop Config Parameters - YARN
Service)]ページで、必要に応じてパラメータを更新してください。

ステップ 8 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 (Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - HBaseサービス (Hadoop Config Parameters - HBase
Service)]ページで、必要に応じてパラメータを更新してください。

ステップ 9 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 (Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ - MapReduceサービス (Hadoop Config Parameters -
MapReduce Service)]ページで、必要に応じてパラメータを更新してください。

ステップ 10 [Hadoopクラスタ設定パラメータテンプレートの更新 (Update Hadoop Cluster Configuration Parameters
Template)]ウィザードの [Hadoop設定パラメータ -その他のパラメータ (Hadoop Config Parameters -
Miscellaneous Parameters)]ページで、必要に応じて (ServiceLevelおよび RoleLevel)パラメータを設定し
てください。

ステップ 11 [送信（Submit）]をクリックします。

QoSシステムクラス
QoSおよびシステムクラスの詳細については、「QoS System Classes」を参照してください。

QoS

Cisco Unified Computing Systemは、Quality of Service（QoS）を実装するために、次の方法を提
供しています。

•特定のタイプのトラフィックに対するグローバル設定をシステム全体にわたって指定する
ためのシステムクラス。

•個々の vNICにシステムクラスを割り当てる QoSポリシー。

•アップリンクイーサネットポートによるポーズフレームの扱い方法を決定するフロー制
御ポリシー。
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システムクラス

CiscoUCSは、CiscoUCSドメイン内のトラフィックすべての処理にデータセンターイーサネッ
ト（DCE）を使用します。イーサネットに対するこの業界標準の機能拡張では、イーサネット
の帯域幅が 8つの仮想レーンに分割されています。内部システムと管理トラフィック用に 2つ
の仮想レーンが予約されています。それ以外の 6つの仮想レーンの Quality of Service（QoS）
を設定できます。CiscoUCSドメイン全体にわたり、これら 6つの仮想レーンでDCE帯域幅が
どのように割り当てられるかは、システムクラスによって決定されます。

各システムクラスは特定のタイプのトラフィック用に帯域幅の特定のセグメントを予約しま

す。これにより、過度に使用されるシステムでも、ある程度のトラフィック管理が提供されま

す。たとえば、ファイバチャネルプライオリティシステムクラスを設定して、FCoEトラ
フィックに割り当てられる DCE帯域幅の割合を決定することができます。

次の表は、設定可能なシステムクラスをまとめたものです。

説明システムクラス

ベーシックイーサネットトラフィックのため

に予約されたレーンに対する QoSを設定する
システムクラス。このシステムクラスのプロ

パティの中にはあらかじめ設定されていて、

変更できないものもあります。

たとえば、このクラスには、必要に応じてデー

タパケットのドロップを許可するドロップポ

リシーがあります。このシステムクラスをディ

セーブルにはできません。

ベストエフォート

サービスプロファイルの QoSポリシーに含め
ることができる設定可能なシステムクラスの

セット。各システムクラスはトラフィック

レーンを 1つ管理します。これらのシステム
クラスのプロパティはすべて、カスタム設定

やポリシーを割り当てるために使用できます。

•プラチナ

• Gold

• Silver

•ブロンズ
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説明システムクラス

Fibre Channel over Ethernetトラフィックのため
に予約されたレーンに対するQualityOf Service
を設定するシステムクラス。このシステムク

ラスのプロパティの中にはあらかじめ設定さ

れていて、変更できないものもあります。

たとえば、このクラスには、データパケット

が絶対にドロップされないことを保証するド

ロップなしポリシーがあります。このシステ

ムクラスをディセーブルにはできません。

FCoEトラフィックには、他のタイ
プのトラフィックで使用できない、

予約された QoSシステムクラスが
あります。他のタイプのトラフィッ

クに、FCoEで使用される CoS値が
ある場合、その値は 0にリマークさ
れます。

（注）

ファイバチャネル

QoSシステムクラスの編集
QoSおよびシステムクラスの詳細については、『QoSシステムクラス』を参照してください。

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Settings]を選択します。

ステップ 2 [QoS System Class]をクリックします。

ステップ 3 編集する QoSシステムクラス（優先順位別）を選択し、[Edit]をクリックします。

• Best Effort

•プラチナ

• Gold

• Silver

•ブロンズ

ステップ 4 [Modify QoS System Class]画面で、次のフィールドに値を入力します。
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説明名前

このチェックボックスをオンにすると、対応する

QoSクラスがファブリックインターコネクト上で設
定され、QoSポリシーに割り当て可能になります。

オフになっている場合、クラスはファブリックイン

ターコネクトで設定されていません。システムクラ

スでCoSが 0に設定されている場合、このクラスに
関連付けられているすべてのQoSポリシーのデフォ
ルトは、[Best Effort]または CoS 0システムクラス
になります。

このチェックボックスは、[Best Effort]と [Fibre
Channel]の場合はオンです。

[Enabled]チェックボックス

サービスクラス。0～ 6の整数を入力できます。0
は最低プライオリティを表し、6は最高プライオリ
ティを表します。QoSポリシーが削除されるか、割
り当てられたシステムクラスがディセーブルになっ

たときに、システムクラスをトラフィックのデフォ

ルトシステムクラスにする必要がある場合を除き、

この値を 0に設定することは推奨しません。

このフィールドは、内部トラフィックの場合は 7
に、ベストエフォートの場合は [ANY]に設定されま
す。これらの値は両方とも予約されており、他のプ

ライオリティに割り当てることはできません。

[CoS]ドロップダウンリスト

このフィールドは、ファイバチャネルクラスの場

合はオフであり（破棄パケットは許可されない）、

ベストエフォートの場合はオンです（破棄パケット

は常に許可される）。

[Packet Drop]チェックボックス

次のいずれかを選択できます。

• 1～ 10の整数。整数を選択すると、Cisco UCS
は、[Weight (%)]フィールドでの記述に従って、
このプライオリティレベルに割り当てられる

ネットワーク帯域幅の割合を判断します。

• Best-effort。

•なし。

[Weight]ドロップダウンリスト

このチェックボックスをオンにすると、パケットを

複数の宛先に同時に送信するように、クラスが最適

化されます。このオプションは、ファイバチャネル

には適用されません。

[Muticast Optimized]チェックボックス
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説明名前

チャネルの最大伝送単位。次のいずれかになりま

す。

• 1500～ 9216の整数。この値は最大パケットサ
イズに対応します。

• fc —事前に定義されている 2240のパケットサ
イズ。

• Normal —事前に定義されている 1500のパケッ
トサイズ。

• Specify Manually — 1500～ 9216のパケットサ
イズ。

このフィールドは、ファイバチャネルの場合は常に

[fc]に設定されます。

[MTU]ドロップダウンリスト

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

クラスタ前パフォーマンステストの設定
メモリ、ネットワーク、およびネットワークのメトリックを分析できます。デフォルトのビッ

グデータメトリックレポートは、Hadoopクラスタを作成する前に各ホストについて収集され
た統計情報を提供します。

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Settings]を選択します。

ステップ 2 [管理]をクリックします。

ステップ 3 [クラスタ前パフォーマンステスト]ページで、次のチェックボックスをオンにします。

• Memory Test

• Network Test

• Disk Test

デフォルトでは、メモリ、ネットワーク、およびディスクの各テストを実行するチェックボック

スはオフになっています。クラスタ前ディスクテストを有効にしている場合、Hadoopクラスタ
の作成に影響します。

（注）

ステップ 4 [Submit]をクリックします。
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NTPサーバの詳細を追加する

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Settings]を選択します。

ステップ 2 [Management]をクリックします。

ステップ 3 [Add (+)]をクリックします。

ステップ 4 [Add Entry to Servers]画面で、次のフィールドに値を入力します:

説明名前

NTPサーバの IPアドレス。[Server Name]フィールド

サーバをプライマリサーバにする場合には、チェッ

クボックスをオンにします。

[Is Primary Server]チェックボックス

ステップ 5 [送信（Submit）]をクリックします。

必須 OSおよびビッグデータソフトウェアの Cisco UCS
Directorベアメタルエージェントへのアップロード

必須 RHELまたは CentOS ISOファイル、ビッグデータソフトウェア、共通ソフトウェア、お
よび Oracle JDKを Cisco UCS Directorベアメタルエージェントにアップロード（追加）でき
ます。ローカルシステムやリモートシステムから必須ファイルをアップロードできます。ファ

イルは、まず Cisco UCS Directorにアップロードされます。[ソフトウェアカタログの作成
（Create Software Catalogs）]ダイアログボックスの [送信 (Submit)]ボタンをクリックして、
必須ファイルをターゲット Cisco UCS Directorベアメタルエージェントに移動できます。

サポートされるファイル形式:

• Linux OS— rhel-server-7.2-x86_64-dvd.iso、CentOS-7-x86_64-DVD-1511.iso

•ビッグデータソフトウェア—[BigData-Distro]-[Major version].[Minor version].[Patch version].zip
(.gz or .tgz or .tar)例えば、MapR-5.2.1.zip、cloudera-5.8.0、および Splunk-6.5.1.zip.

•共通ソフトウェア— bd-sw-rep.zip（.gzまたは .tgzまたは .tar）

• JDKソフトウェア—jdk-8u60-linux-x64 (.rpm or gz)

[Software Catalogs]ページには、Cisco UCS Directorベアメタルエージェントのビッグデータ
およびその他の必須ソフトウェアが表示されます。

ビッグデータクラスタの設定
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ビッグデータの必須ソフトウェアの列が空の場合、Cisco UCS Directorベアメタルエージェン
トにはすでに必要なすべてのファイルが含まれています。

ヒント

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Settings]を選択します。

ステップ 2 [Software Catalogs].をクリックします。

ステップ 3 [Add]をクリックします。

ステップ 4 ファイルをローカルシステムからアップロードするには、[アップロード（Upload）]をクリックします。

指定された形式でアップロードする前にフォルダを作成して、ビッグデータソフトウェアのすべ

ての必須ファイルを含め、フォルダを圧縮します。

（注）

ステップ 5 [Target BMA]ドロップダウンリストからターゲット Cisco UCS Directorベアメタルエージェントを選択
します。

ステップ 6 [Restart BMA Services]をオンにして、必要なファイルをアップロードした後で Cisco UCS Directorベアメ
タルエージェントを再起動します。

5～ 10分後に [ソフトウェアカタログ（Software Catalogs）]ページを更新し、新しいカタログお
よび変更されたカタログを表示します。

（注）

説明名前

[Linux OSのアップロード（Linux OS Upload）]

サーバにインストールする OSイメージタイプを選
択します。このドロップダウンリストには、Cisco
UCS Directorベアメタルエージェント.でサポート
されているすべての OSタイプが表示されます。

[OSタイプ（OS Type）]ドロップダウンリスト

オペレーティングシステムの名前（たとえば、RHEL,
CentOS）

[カタログ名]フィールド

ビッグデータクラスタの設定
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説明名前

次のいずれかを選択します。

•デスクトップファイル

•次により、アクセス可能なウェブサーバのパス
Cisco UCS Directorベアメタルエージェント

• Cisco UCS Directorベアメタルエージェントの
マウントポイント (例: /root/iso)

• Cisco UCS Directorベアメタルエージェントの
ISOへのパス（たとえば、/temp/rhel65/iso）

[Desktop file]または [web server path]オプ
ションを選択すると、.isoファイルがBMA
にアップロードされ、マウントされます。

[Mountpoint]または [Path to ISO]オプショ
ンを選択すると、.isoファイルはベアメタ
ルエージェントですでに使用可能なため、

直接マウントされます。

（注）

[アップロードタイプ（Upload Type）]ドロップダ
ウンリスト

[ビッグデータソフトウェアのアップロード（Big Data Software Upload）]

ビッグデータソフトウェア。たとえば、Hadoop
Distribution (たとえば、Distribution_name-Major
version.Minor version.Patchバージョン)または splunk
エンタープライズソフトウェア (Splunk-.Major
version.Minor version.Patchバージョン)

[カタログ名]フィールド

必要な OKタイプを選択します。MapRと Splunkに
ついては、タイプを任意のオプションとして選択し

ます。ClouderaおよびHontonworkのOS固有のソフ
トウェアのファイルパスが変更されます。たとえ

ば、Cisco UCS Directorベアメタルエージェントの
リポジトリのファイルパス

は、/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.8.0/RHEL6
および/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-
5.8.0/RHEL7です。

[OSタイプ（OS Type）]ドロップダウンリスト

ビッグデータクラスタの設定
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説明名前

次のいずれかを選択します。

•デスクトップファイル

•リモートソフトウェアをベアメタルエージェ
ントにアップロードするために Cisco UCS
Directorベアメタルエージェントでアクセス可
能なWebサーバのパス

[デスクトップファイル]または [Webサー
バパス]オプションを選択すると、ビッグ
データソフトウェアが

/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/ロケーショ
ン各フォルダにコピーされます。

（注）

[アップロードタイプ（Upload Type）]ドロップダ
ウンリスト

[共通ソフトウェアのアップロード（Common Software Upload）]

次のいずれかを選択します。

•デスクトップファイル

•リモートソフトウェアを、ベアメタルエージェ
ントにアップロードするために Cisco UCS
Directorベアメタルエージェントでアクセス可
能なWebサーバのパス

[アップロードタイプ（Upload Type）]ドロップダ
ウンリスト

[JDKのアップロード（JDK Upload）]

JDKのバージョン。たとえば、jdk-8u60-linux-x64.rpm[JDKバージョン（JDK Version）]フィールド

次のいずれかを選択します。

•デスクトップファイル

•リモートソフトウェアを、ベアメタルエージェ
ントにアップロードするために Cisco UCS
Directorベアメタルエージェントでアクセス可
能なWebサーバのパス

[アップロードタイプ（Upload Type）]ドロップダ
ウンリスト

ステップ 7 [提出 (Submit)]をクリックします。

次のタスク

ソフトウェアのアップロードはこちら [管理（Administration）] > [統合（Integration）]で追
跡できます。[レコードの変更（ChangeRecord）]をクリックし、進行中のソフトウェアのアッ
プロードを追跡し、そのステータスを確認します。

ビッグデータクラスタの設定
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サポート対象 Oracle JDKのソフトウェアバージョン
この項では、サポートされている Oracle JDKのソフトウェアのバージョンを示します。

Cloudera向けサポート対象 Oracle JDKバージョンおよびアップグレードシナリオ

Oracle JDK 1.8Oracle JDK 1.7Hadoopディストリビューショ
ン

JDK 1.8.0_121—Cloudera Enterprise 5.14.0

JDK 1.8.0_121—Cloudera Enterprise 5.13.1

JDK 1.8.0_121—Cloudera Enterprise 5.11.1

JDK 1.8.0_121—Cloudera Enterprise 5.10.0

JDK 1.8.0_60JDK 1.7.0_25Cloudera Enterprise 5.8.0

JDK 1.8.0_60JDK 1.7.0_25Cloudera Enterprise 5.6.x

JDK 1.8.0_60JDK 1.7.0_25Cloudera Enterprise 5.5.0

JDK 1.8.0_60JDK 1.7.0_25Cloudera Enterprise 5.4.x

JDK 1.8.0_11—Cloudera Enterprise 5.3.x

サポート対象アップグレードバージョンアップグレードするHadoopディストリビュー
ションバージョン

Cloudera Enterprise 5.5.0、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.4.x、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.6.x、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.4.x、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.8.x、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.4.x、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.8.x、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.6.x、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.10.0、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.8.0、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.11.1、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.8.0、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.13.1、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.8.2、JDK 1.8

Cloudera Enterprise 5.13.1、JDK 1.8Cloudera Enterprise 5.11.1、JDK 1.8
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MapR向けサポート対象 Oracle JDKバージョンおよびアップグレードシナリオ

JDK 1.8JDK 1.7Hadoopディストリビューショ
ン

対応—MapR 6.0

対応—MapR 5.2.2

対応—MapR 5.2.1

対応対応MapR 5.2.0

対応対応MapR 5.1.0

対応対応MapR 5.0.0

対応—MapR 4.1.0

サポート対象アップグレードバージョンアップグレードするHadoopディストリビュー
ションバージョン

MapR 6.0.0、JDK 1.8MapR 5.2.1、JDK 1.8

MapR 5.1.0、JDK 1.8MapR 5.0.0、JDK 1.8

MapR 5.2.0、JDK 1.8MapR 4.0.2、JDK 1.8

Hortonworks向けサポート対象 Oracle JDKソフトウェアバージョンおよびアップグレー
ドシナリオ

JDK 1.8JDK 1.7Hadoopディストリビューショ
ン

対応—Hortonworks 2.6.4

対応—Hortonworks 2.6.3

対応—Hortonworks 2.5.3

対応—Hortonworks 2.4

対応—Hortonworks 2.3

対応対応Hortonworks 2.2
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サポート対象アップグレードバージョンアップグレードするHadoopディストリビュー
ションバージョン

Hortonworks 2.3、JDK 1.8Hortonworks 2.2、JDK 1.7

Hortonworks 2.4、JDK 1.8Hortonworks 2.2、JDK 1.7

Cisco UCS Director Express for Big Data Bare Metal Agent上
での Cloudera、MapR、および Hortonworks RPM

Cloudera、MapR、および Hortonworksの共通のパッケージ

利用できないHadoopソフトウェアについては、ベンダーのオンラインリポジトリの該当ファ
イルで
/opt/cnsaroot/bigdata_templates/common_templates/HadoopDistributionRPM.txt
ファイルを更新します。

（注）

Hadoopベンダーサポートドキュメンテーションでサポート対象バージョンを確認することを
お勧めします。

（注）

次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/にダウンロードします。

• pssh-2.3.1.tar.gz ( https://pypi.python.org/packages/source/p/psshから)

• clustershell-1.7-1.el6.noarch.rpm (https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/
clustershell-1.6-1.el6.noarch.rpmから)

• clustershell-1.7-1.el7.noarch.rpm (https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/c/
clustershell-1.7.2-1.el7.noarch.rpmから)

Clouderaの共通パッケージ

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.X.Xにダウンロードします。

• ClouderaEnterpriseLicense.lic— Clouderaからライセンスキーを取得します

• userrpmlist.txt—詳細パッケージリスト用

• catalog.properties—Clouderaのバージョンのラベル名を提供します（xはCiscoUCSDirector
Express for Big Data Bare Metal Agent上の Clouderaのバージョンを表します）

• mysql-connector-java-5.1.39.tar.gz
（http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1から）
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Cloudera 5.0.1パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.0.1にダウンロードします。

• cm5.0.1-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.0.1から）

• CDH-5.0.1-1.cdh5.0.1.p0.47-el6.parcel
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.1から）

• CDH-5.0.1-1.cdh5.0.1.p0.47-el6.parcel.sha1
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.1から）

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.1から)

Cloudera 5.0.6パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.0.6にダウンロードします。

• cm5.0.6-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.0.6から)

• CDH-5.0.6-1.cdh5.0.6.p0.7-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.0.6から)

• CDH-5.0.6-1.cdh5.0.6.p0.7-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.0.6から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.0.6から)

Cloudera 5.2.0パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.2.0にダウンロードします。

• cm5.2.0-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.2.0から)

• CDH-5.2.0-1.cdh5.2.0.p0.36-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.2.0から)

• CDH-5.2.0-1.cdh5.2.0.p0.36-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.2.0から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.0から)

Cloudera 5.2.1パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.2.1にダウンロードします。

• cm5.2.1-centos6.tar.gz (http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.2.1から)

• CDH-5.2.1-1.cdh5.2.1.p0.12-el6.parcel
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.1から）

• CDH-5.2.1-1.cdh5.2.1.p0.12-el6.parcel.sha1
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.1から）
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• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.2.1から）

Cloudera 5.3.0パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.3.0にダウンロードします。

• cm5.3.0-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.3.0から)

• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.3.0から)

• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.3.0から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0から)

Cloudera 5.4.1パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.4.1にダウンロードします。

• cm5.4.1-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.4.1から)

• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.4.1から)

• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.4.1から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1から)

Cloudera 5.5.0パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.5.1にダウンロードします。

• cm5.5.0-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.5.0/
cm5.5.0-centos6.tar.gzから)

• CDH-5.5.0-1.cdh5.5.0.p0.8-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.5.0/CDH-5.5.0-1.cdh5.5.0.p0.8-el6.parcelから)

• CDH-5.5.0-1.cdh5.5.0.p0.8-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.5.0/CDH-5.5.0-1.cdh5.5.0.p0.8-el6.parcel.sha1から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.5.0/manifest.jsonから)

Cloudera 5.6.0パッケージとパーセル

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.6.0にダウンロードします。

• cm5.6.0-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.6.0/
cm5.6.0-centos6.tar.gzから)
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• CDH-5.6.0-1.cdh5.6.0.p0.45-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.6.0/CDH-5.6.0-1.cdh5.6.0.p0.45-el6.parcelから)

• CDH-5.6.0-1.cdh5.6.0.p0.45-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.6.0/CDH-5.6.0-1.cdh5.6.0.p0.45-el6.parcel.sha1から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.6.0/manifest.jsonから)

Cloudera 5.8.0パッケージとパーセル

RHEL 6.xの場合には、次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.8.0
にダウンロードします。

• cm5.8.1-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.8.1/
cm5.8.1-centos6.tar.gzから)

• CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.45-el6.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.8.0/CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.42-el6.parcelから)

• CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.45-el6.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.8.0/CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.42-el6.parcel.sha1から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.8.0/manifest.jsonから)

RHEL 7.xの場合には、次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.8.0
にダウンロードします。

• cm5.8.1-centos7.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.8.1/
cm5.8.1-centos7.tar.gzから)

• CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.45-el7.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.8.0/CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.42-el7.parcelから)

• CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.45-el7.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.8.0/CDH-5.8.0-1.cdh5.8.0.p0.42-el7.parcel.sha1から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.8.0/manifest.jsonから)

Cloudera 5.11.0パッケージとパーセル

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.11.0にダウンロードしま
す。

• cm5.11.0-centos6.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.11.0/
cm5.11.0-centos7.tar.gzから)

• CDH-5.11.0-1.cdh5.11.0.p0.34-el7.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.11.0/CDH-5.11.0-1.cdh5.11.0.p0.34-el7.parcelから)

• CDH-5.11.0-1.cdh5.11.0.p0.34-el7.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.11.0/CDH-5.11.0-1.cdh5.11.0.p0.34-el7.parcel.sha1から)
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• KAFKA-2.1.1-1.2.1.1.p0.18-el7.parcel (https://archive.cloudera.com/kafka/parcels/
2.1/KAFKA-2.1.1-1.2.1.1.p0.18-el7.parcelから)

• KAFKA-2.1.1-1.2.1.1.p0.18-el7.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/kafka/
parcels/2.1/KAFKA-2.1.1-1.2.1.1.p0.18-el7.parcel.sha1から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.11.0/manifest.jsonから)

Cloudera 5.13.1パッケージとパーセル

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.13.1にダウンロードしま
す。

• CDH-5.13.1-1.cdh5.13.1.p0.2-el7.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.13.1/CDH-5.13.1-1.cdh5.13.1.p0.2-el7.parcelから)

• CDH-5.13.1-1.cdh5.13.1.p0.2-el7.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.13.1/CDH-5.13.1-1.cdh5.13.1.p0.2-el7.parcel.sha1から)

• cm5.13.1-centos7.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.13.1/
cm5.13.1-centos7.tar.gzから)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.13.1/manifest.jsonから)

• mysql-connector-java-5.1.39.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.13.1/
manifest.jsonから)

• ojdbc7.jar を Oracleサイトから。

• instantclient-basic-linux.x64-12.1.0.2.0.zipを Oracleサイトから。

• oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm (Oracleサイト
から)。

• oracle-instantclient12.1-sqlplus-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm (Oracleサイ
トから)。

Cloudera 5.14.0パッケージとパーセル

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/cloudera-5.14.0にダウンロードしま
す。

• CDH-5.14.0-1.cdh5.14.0.p0.24-el7.parcel (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/
5.14.0/から)

• CDH-5.14.0-1.cdh5.14.0.p0.24-el7.parcel.sha1 (https://archive.cloudera.com/cdh5/
parcels/5.14.0/から)

• cm5.14.0-centos7.tar.gz (https://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.14.0/から)

• manifest.json (https://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.14.0/から)

• mysql-connector-java-5.1.45.tar.gzをMySQLサイトから
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• ojdbc7.jarを Oracleサイトから

• instantclient-basic-linux.x64-12.1.0.2.0.zip (https://172.26.226.170/web/
cloudera-5.13.1/instantclient-basic-linux.x64-12.1.0.2.0.zipから)

• oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpmを Oracleサイト
から

• oracle-instantclient12.1-sqlplus-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm
(https://172.26.226.170/web/cloudera-5.13.1/oracle-instantclient12.1-sqlplus-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm
から)

MapR 3.1.1、4.0.1、および 4.0.2の共通パッケージ

次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-3.1.1 and MapR-4.0.x
directoriesにダウンロードします。

• libgenders-devel-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/
から）

• libgenders-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/から）

• ext-2.2.zip (https://dev.sencha.com/deploy/ext-2.2.zipから)

• sshpass-1.05-1.el6.x86_64.rpm
（http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/6/x86_64から）

• soci-mysql-3.2.1-1.el6.x86_64.rpm
（http://ftp.is.co.za/mirror/fedora.redhat.com/epel/6/x86_64から）

• soci-3.2.1-1.el6.x86_64.rpm（http://ftp.is.co.za/mirror/fedora.redhat.com/epel/6/x86_64
から）

• pdsh-2.27-1.el6.rf.x86_64.rpm (http://pkgs.repoforge.org/pdshから)

• mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm
（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhatから）

• mapr-drill-0.7.0.29434-1.noarch.rpm
（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem/redhatから）

• catalog.properties— MapRのバージョンのラベル名を提供します（xは Cisco UCS Director
Express for Big Data Bare Metal Agent上のMapRのバージョンを表します）

• license.txt

MapR 4.1.0および 5.0.0の共通パッケージ

次の共通パッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.1.0 and MapR-5.0.0
directoriesにダウンロードします。

• libgenders-devel-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/
から）
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• libgenders-1.14-2.el6.rf.x86_64.rpm（http://pkgs.repoforge.org/libgenders/から）

• ext-2.2.zip（http://dev.sencha.com/deploy/ext-2.2.zipから）

• sshpass-1.05-1.el6.x86_64.rpm
（http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/6/x86_64から）

• soci-mysql-3.2.2-2.el6.x86_64.rpm (
http://ftp.univie.ac.at/systems/linux/fedora/epel/6/x86_64から)

• soci-3.2.2-2.el6.x86_64.rpm（http://ftp.univie.ac.at/systems/linux/fedora/epel/6/x86_64
から）

• pdsh-2.27-1.el6.rf.x86_64.rpm (http://pkgs.repoforge.org/pdshから)

• mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm(
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhatから)

• catalog.properties— MapRのバージョンのラベル名を提供します（xは Cisco UCS Director
Express for Big Data Bare Metal Agent上のMapRのバージョンを表します）

• license.txt

MapR 3.1.1パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-3.1.1にダウンロードします。

• mapr-v3.1.1GA.rpm.tgz (http://package.mapr.com/releases/v3.1.1/redhatから)

• mapr-ecosystem-20140617.rpm.tgz

MapR 4.0.1パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.0.1にダウンロードします。

• mapr-v4.0.1GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.0.1/redhatから）

• mapr-ecosystem-4.x-20141105.rpm.tgz

MapR 4.0.2パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.0.2にダウンロードします。

• mapr-v4.0.2GA.rpm.tgz ( http://package.mapr.com/releases/v4.0.2/redhatから)

• mapr-ecosystem-20150205.rpm.tgz

MapR 4.1.0パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-4.1.0にダウンロードします。

• mapr-v4.1.0GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhatから）
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• mapr-ecosystem-4.x-20150610.rpm.tgz
（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhatから）

MapR 5.0.0パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.0.0にダウンロードします。

• mapr-v5.0.0GA.rpm.tgz( http://package.mapr.com/releases/v5.0.0/redhatから)

• mapr-ecosystem-5.x-20150709.rpm.tgz
（http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhatから）

MapR 5.1.0パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.1.0にダウンロードします。

• mapr-ecosystem-5.x-20160304.rpm.tgz (https://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160304.rpm.tgzから)

• mapr-v5.1.0GA.rpm.tgz (https://archive.mapr.com/releases/v5.1.0/redhat/
mapr-v5.1.0GA.rpm.tgzから)

• nss-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm (ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.8/
x86_64/os/Packages/nss-3.21.0-8.el6.x86_64.rpmから)

• nss-softokn-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm (http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_
64/Packages/nss-softokn-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpmから)

• nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm (http://vault.centos.org/6.7/
updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpmから)

• nss-sysinit-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpmから)

• nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpm (ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.3/
x86_64/updates/security/nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpmから)

• nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm from http://pkg-updates.fuel-infra.org/centos6/
nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm(から)

• nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm from http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/
nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm(から)

• mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm from http://archive.mapr.com/releases/
ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm(から)

MapR 5.2.0パッケージ

RHEL6.xの場合には、次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.2.0にダウ
ンロードします。

• mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgzから)
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http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.3/x86_64/updates/security/nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpm
ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.3/x86_64/updates/security/nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpm
http://pkg-updates.fuel-infra.org/centos6/nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm
http://pkg-updates.fuel-infra.org/centos6/nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz


• mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz
から)

• nss-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm (ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.8/
x86_64/os/Packages/nss-3.21.0-8.el6.x86_64.rpmから)

• nss-softokn-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm (http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_
64/Packages/nss-softokn-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpmから)

• nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm (http://vault.centos.org/6.7/
updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpmから)

• nnss-sysinit-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpmから)

• nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpm (ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.3/
x86_64/updates/security/nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpmから)

• nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm fromhttp://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/
nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm(から)

• nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm from http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/
nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm(から)

• mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm from http://archive.mapr.com/releases/
ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm(から)

RHEL7.xの場合には、次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.2.0にダウ
ンロードします。

• mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgzから)

• libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm (http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/l/
libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpmから)

• libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm (http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_
64/l/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpmから)

• mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm（http://archive.mapr.com/releases/
ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpmから)

• mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz (http://package.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/
mapr-v5.2.0GA.rpm.tgzから)

• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz (http://cdn.mysql.com/archives/
mysql-connector-java-5.1/mysql-connector-java-5.1.26.tar.gzから)

• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz (http://cdn.mysql.com/archives/
mysql-connector-java-5.1/mysql-connector-java-5.1.26.tar.gzから)

• sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpm (http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/
pub/fedora/epel/7/x86_64/s/sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpmから)
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http://archive.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz
ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.8/x86_64/os/Packages/nss-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm
ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.8/x86_64/os/Packages/nss-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/updates/x86_64/Packages/nss-softokn-freebl-3.14.3-23.el6_7.x86_64.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.3/x86_64/updates/security/nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpm
ftp://mirror.switch.ch/pool/4/mirror/scientificlinux/6.3/x86_64/updates/security/nspr-4.11.0-1.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/nss-tools-3.21.0-8.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm
http://vault.centos.org/6.7/cr/x86_64/Packages/nss-util-3.21.0-2.el6.x86_64.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/l/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/l/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/l/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/l/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm
http://package.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz
http://package.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz
http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1/mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz
http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1/mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz
http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1/mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz
http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1/mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz
http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpm
http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpm


• soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/
pub/fedora/epel/7/x86_64/s/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpmから)

• soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://ftp.pbone.net/mirror/
download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpmから)

• mapr-setup (http://package.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-setupから)

• ext-2.2.zip (http://dev.sencha.com/deploy/ext-2.2.zipから)

• pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm (https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/p/
pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpmから)

MapR 5.2.1パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.2.1にダウンロードします。

• mapr-ecosystem-5.x-20170405.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-5.x/
redhat/mapr-ecosystem-5.x-20170405.rpm.tgzから)

• mapr-v5.2.1GA.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/v5.2.1/redhat/mapr-v5.2.1GA.rpm.tgz
から)

• ext-2.2.zip (http://172.26.225.242:9000/mount/MapR-5.2.0/ext-2.2.zipから)

• mapr-setup (http://archive.mapr.com/releases/v5.2.1/redhat/mapr-setupから)

• libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/
libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpmから)

• libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/
libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpmから)

• pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm
から)

• pdsh-rcmd-rsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/
pdsh-rcmd-rsh-2.31-1.el7.x86_64.rpmから)

• rpmrebuild-2.4-1.noarch.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/rpmrebuild-2.4-1.noarch.rpm
から)

• scala-2.10.3.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/scala-2.10.3.rpmから)

• soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
から)

• soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/
soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpmから)

• sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpm (http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/sshpass-1.05-5.el7.x86_
64.rpmから)
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http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://ftp.pbone.net/mirror/download.fedora.redhat.com/pub/fedora/epel/7/x86_64/s/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://package.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-setup
http://dev.sencha.com/deploy/ext-2.2.zip
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/p/pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm
https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/p/pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-5.x/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20170405.rpm.tgz
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-5.x/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20170405.rpm.tgz
http://archive.mapr.com/releases/v5.2.1/redhat/mapr-v5.2.1GA.rpm.tgz
http://172.26.225.242:9000/mount/MapR-5.2.0/ext-2.2.zip
http://archive.mapr.com/releases/v5.2.1/redhat/mapr-setup
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/pdsh-rcmd-rsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/pdsh-rcmd-rsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/rpmrebuild-2.4-1.noarch.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/scala-2.10.3.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpm
http://10.29.160.57/MapR-5.2.0/sshpass-1.05-5.el7.x86_64.rpm


MapR 5.2.2パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-5.2.2にダウンロードします。

• libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/29487566/
dir/redhat_el_7/com/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm (https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/
libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• mapr-ecosystem-5.x-20170802.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-ecosystem-5.x-20170802.rpm.tgzから)

• mapr-setup (http://package.mapr.com/releases/v5.2.2/redhat/mapr-setupから)

• mapr-v5.2.2GA.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/v5.2.2/redhat/mapr-v5.2.2GA.rpm.tgz
から)

• mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpmから)

• mysql-connector-java-5.1.44.tar.gz (http://10.29.160.170/web/MapR-5.2.2/
mysql-connector-java-5.1.44.tar.gzから)

• pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm (http://mirrors.isu.net.sa/pub/fedora/fedora-epel/7/x86_64/p/
から)

• soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962039/dir/
redhat_el_7/com/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/
40172013/dir/redhat_el_7/com/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962109/
dir/redhat_el_7/com/sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm.htmlから)

MapR 6.0.0パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/MapR-6.0.0にダウンロードします。

• mapr-v6.0.0GA.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/v6.0.0/redhat/から)

• mapr-mep-v4.0.0.201711161643.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/MEP/
MEP-4.0.0/redhat/から)

• libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/29487566/
dir/redhat_el_7/com/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm (https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/
libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpmから)

• mysql-connector-java-5.1.44.tar.gzをMySQLサイトから
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http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/29487566/dir/redhat_el_7/com/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/29487566/dir/redhat_el_7/com/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20170802.rpm.tgz
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-ecosystem-5.x-20170802.rpm.tgz
http://package.mapr.com/releases/v5.2.2/redhat/mapr-setup
http://archive.mapr.com/releases/v5.2.2/redhat/mapr-v5.2.2GA.rpm.tgz
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm
http://10.29.160.170/web/MapR-5.2.2/mysql-connector-java-5.1.44.tar.gz
http://10.29.160.170/web/MapR-5.2.2/mysql-connector-java-5.1.44.tar.gz
http://mirrors.isu.net.sa/pub/fedora/fedora-epel/7/x86_64/p/
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962039/dir/redhat_el_7/com/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962039/dir/redhat_el_7/com/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40172013/dir/redhat_el_7/com/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40172013/dir/redhat_el_7/com/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962109/dir/redhat_el_7/com/sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962109/dir/redhat_el_7/com/sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm.html
http://archive.mapr.com/releases/v6.0.0/redhat/
http://archive.mapr.com/releases/MEP/MEP-4.0.0/redhat/
http://archive.mapr.com/releases/MEP/MEP-4.0.0/redhat/
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/29487566/dir/redhat_el_7/com/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/29487566/dir/redhat_el_7/com/libgenders-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
https://centos.pkgs.org/7/epel-x86_64/libgenders-devel-1.22-2.el7.x86_64.rpm.html
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm
http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/redhat/mapr-whirr-0.7.0.16780-1.noarch.rpm


• pdsh-2.31-1.el7.x86_64.rpm (http://mirrors.isu.net.sa/pub/fedora/fedora-epel/7/x86_64/p/
から)

• soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962039/dir/
redhat_el_7/com/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/
40172013/dir/redhat_el_7/com/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962109/
dir/redhat_el_7/com/sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• ext-2.2.zip (http://extjs.com/deploy/ext-2.2.zipから)

Hortonworksの共通のパッケージ

次の共通パッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.Xにダウンロードし
ます。

• openssl-1.0.1e-30.el6.x86_64.rpm

• catalog.properties— Hortonworksのバージョンのラベル名を提供します（xは Cisco UCS
Director Express for Big Data Bare Metal Agent上の Hortonworksのバージョンを表します）

Hortonworks 2.1パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.1にダウンロードしま
す。

• HDP-2.1.5.0-centos6-rpm.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6
から）

• ambari-1.6.1-centos6.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6か
ら）

• HDP-UTILS-1.1.0.17-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.17/repos/centos6から）

Hortonworks 2.2パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.2にダウンロードしま
す。

• HDP-2.2.0.0-centos6-rpm.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6
から）

• ambari-1.7.0-centos6.tar.gz（http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6か
ら）

• HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6から）

ビッグデータクラスタの設定

27

ビッグデータクラスタの設定

Cisco UCS Director Express for Big Data Bare Metal Agent上での Cloudera、MapR、および Hortonworks RPM

http://mirrors.isu.net.sa/pub/fedora/fedora-epel/7/x86_64/p/
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962039/dir/redhat_el_7/com/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962039/dir/redhat_el_7/com/soci-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40172013/dir/redhat_el_7/com/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40172013/dir/redhat_el_7/com/soci-mysql-3.2.3-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962109/dir/redhat_el_7/com/sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/40962109/dir/redhat_el_7/com/sshpass-1.06-1.el7.x86_64.rpm.html
http://extjs.com/deploy/ext-2.2.zip
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/HDP-2.1.5.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/ambari-1.6.1-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.17/repos/centos6/
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/HDP-2.2.0.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/ambari-1.7.0-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz


Hortonworks 2.3パッケージ

次のパッケージを /opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.3にダウンロードしま
す。

• HDP-2.3.0.0-centos6-rpm.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.3.0.0から）

• ambari-2.1.1-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.1.1から）

• HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
（http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6から）

Hortonworks 2.4パッケージ

RHEL6.xの場合には、次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.4
にダウンロードします。

• HDP-2.4.0.0-centos6-rpm.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/
2.x/updates/2.4.0.0/HDP-2.4.0.0-centos6-rpm.tar.gzから)

• ambari-2.2.2.0-centos6.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/
2.x/updates/2.2.2.0/ambari-2.2.2.0-centos6.tar.gzから)

• HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/
HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gzから)

RHEL7.xの場合には、次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.4
にダウンロードします。

• HDP-2.4.0.0-centos7-rpm.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/
2.x/updates/2.4.2.0/HDP-2.4.2.0-centos7-rpm.tar.gzから)

• ambari-2.2.2.0-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/
2.x/updates/2.2.2.0/ambari-2.2.2.0-centos7.tar.gzから)

• HDP-UTILS-1.1.0.20-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/
HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos7.tar.gzから)

Hortonworks 2.5パッケージ

RHEL6.xの場合には、次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.5
にダウンロードします。

• HDP-2.5.0.0-centos6-rpm.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/
2.x/updates/2.5.0.0/HDP-2.5.0.0-centos6-rpm.tar.gzから）

• ambari-2.4.1.0-centos6.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/
2.x/updates/2.4.1.0/ambari-2.4.1.0-centos6.tar.gzから)

• HDP-UTILS-1.1.0.21-centos6.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/
HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos6.tar.gzから)
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http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.3.0.0/HDP-2.3.0.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.1.1/ambari-2.1.1-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.4.0.0/HDP-2.4.0.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.4.0.0/HDP-2.4.0.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.2.2.0/ambari-2.2.2.0-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.2.2.0/ambari-2.2.2.0-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.4.2.0/HDP-2.4.2.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.4.2.0/HDP-2.4.2.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.2.2.0/ambari-2.2.2.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.2.2.0/ambari-2.2.2.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.20/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.20-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.5.0.0/HDP-2.5.0.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos6/2.x/updates/2.5.0.0/HDP-2.5.0.0-centos6-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.4.1.0/ambari-2.4.1.0-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos6/2.x/updates/2.4.1.0/ambari-2.4.1.0-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos6.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos6/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos6.tar.gz


RHEL7.xの場合には、次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.5
にダウンロードします。

• HDP-2.5.0.0-centos7-rpm.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/
2.x/updates/2.5.0.0/HDP-2.5.0.0-centos7-rpm.tar.gzから)

• ambari-2.4.1.0-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/
2.x/updates/2.4.1.0/ambari-2.4.1.0-centos7.tar.gzから)

• HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/
HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gzから)

Hortonworks 2.6.3パッケージ

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.6.3にダウンロードしま
す。:

• HDP-2.6.3.0-centos7-rpm.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/
2.x/updates/2.6.3.0/HDP-2.6.3.0-centos7-rpm.tar.gzから)

• HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/
HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gzから)

• ambari-2.6.0.0-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/
2.x/updates/2.6.0.0/ambari-2.6.0.0-centos7.tar.gzから)

• libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/
38004637/dir/scientific_linux_7/com/libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• je-5.0.73.jar (Oracleサイトから)。

• ojdbc7.jar (Oracleサイトから)。

• oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm (Oracleサイト
から)。

• oracle-instantclient12.1-sqlplus-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm (Oracleサイ
トから)。

Hortonworks 2.6.4パッケージ

次のパッケージを/opt/cnsaroot/bd-sw-rep/Hortonworks-2.6.4にダウンロードしま
す。:

• ambari-2.6.1.0-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/
2.x/updates/2.6.1.0/ambari-2.6.1.0-centos7.tar.gzから)

• HDP-2.6.4.0-centos7-rpm.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/
2.x/updates/2.6.4.0/HDP-2.6.4.0-centos7-rpm.tar.gzから)

• HDP-UTILS-1.1.0.22-centos7.tar.gz (http://public-repo-1.hortonworks.com/
HDP-UTILS-1.1.0.22/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.22-centos7.tar.gzから)
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http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.5.0.0/HDP-2.5.0.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.5.0.0/HDP-2.5.0.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.4.1.0/ambari-2.4.1.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.4.1.0/ambari-2.4.1.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.6.3.0/HDP-2.6.3.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.6.3.0/HDP-2.6.3.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.21/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.21-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.6.0.0/ambari-2.6.0.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.6.0.0/ambari-2.6.0.0-centos7.tar.gz
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/38004637/dir/scientific_linux_7/com/libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/38004637/dir/scientific_linux_7/com/libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.html
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.6.1.0/ambari-2.6.1.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/ambari/centos7/2.x/updates/2.6.1.0/ambari-2.6.1.0-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.6.4.0/HDP-2.6.4.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP/centos7/2.x/updates/2.6.4.0/HDP-2.6.4.0-centos7-rpm.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.22/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.22-centos7.tar.gz
http://public-repo-1.hortonworks.com/HDP-UTILS-1.1.0.22/repos/centos7/HDP-UTILS-1.1.0.22-centos7.tar.gz


• libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/
38004637/dir/scientific_linux_7/com/libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• libtirpc-devel-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm (http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/
4/idpl/37971478/dir/centos_7/com/libtirpc-devel-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.htmlから)

• je-5.0.73.jar (Oracleサイトから)。

• ojdbc7.jar (Oracleサイトから)。

• oracle-instantclient12.1-basic-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm (Oracleサイト
から)。

• oracle-instantclient12.1-sqlplus-12.1.0.2.0-1.x86_64.rpm (Oracleサイ
トから)。

Hadoopクラスタのディストリビューションのアップグ
レードのための ClouderaおよびMapR RPM

Cloudera 5.3.0パッケージとパーセル

• cm5.3.0-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.3.0から）

• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0から）

• CDH-5.3.0-1.cdh5.3.0.p0.30-el6.parcel.sha1
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0から）

• manifest.json（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0から）

Cloudera 5.4.1パッケージとパーセル

• cm5.4.1-centos6.tar.gz（http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.4.1から）

• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1
から）

• CDH-5.4.1-1.cdh5.4.1.p0.6-el6.parcel.sha1
（http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1から）

• manifest.json ( http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1から)

MapR 4.1.0パッケージ

• mapr-setup（http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhatから）

• mapr-v4.1.0GA.rpm.tgz（http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhatから）
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http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/38004637/dir/scientific_linux_7/com/libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/38004637/dir/scientific_linux_7/com/libtirpc-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/37971478/dir/centos_7/com/libtirpc-devel-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.html
http://rpm.pbone.net/index.php3/stat/4/idpl/37971478/dir/centos_7/com/libtirpc-devel-0.2.4-0.10.el7.x86_64.rpm.html
http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.3.0
http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0
http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0
http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.3.0
http://archive.cloudera.com/cm5/repo-as-tarball/5.4.1
http://http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1
http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1
http://archive.cloudera.com/cdh5/parcels/5.4.1
http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhat
http://package.mapr.com/releases/v4.1.0/redhat


• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz
（http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1から）

MapR 5.0.0パッケージ

• mapr-setup（http://package.mapr.com/releases/v5.0.0/redhatから）

• mapr-v5.0.0GA.rpm.tgz:（http://package.mapr.com/releases/v5.0.0/redhatから）

• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz
（http://cdn.mysql.com/archives/mysql-connector-java-5.1から）

MapR 5.2.0パッケージ

• mapr-setup (http://package.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/mapr-setupから)

• (mapr-v5.2.0GA.rpm.tgz: (http://archive.mapr.com/releases/v5.2.0/redhat/
mapr-v5.2.0GA.rpm.tgzから)

mapr-v5.2.0GA.rpm.tgzには以下の
mapr-client-5.2.0.39122.GA-1.x86_64.rpm、
mapr-posix-client-platinum-5.2.0.39122.GA-1.x86_64.rpm、
mapr-posix-client-basic-5.2.0.39122.GA-1.x86_64.rpm、shalsum.txt,
mapr-upgrade-5.2.0.39122.GA-1.x86_64.rpm、
mapr-nfs-5.2.0.39122.GA-1.x86_64.rpm、および
mapr-core-5.2.0.39122.GA-1.x86_64.rpmファイルが含まれていま
す。

（注）

• mysql-connector-java-5.1.26.tar.gz (https://downloads.mysql.com/archives/get/file/
mysql-connector-java-5.1.26.tar.gzから)

• mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgz (http://archive.mapr.com/releases/ecosystem-all/
redhat/mapr-ecosystem-5.x-20160816.rpm.tgzから)

Hadoopクラスタ作成後のユーザ定義ソフトウェアのイン
ストール

Cisco UCS Director Express for Big Dataバージョン固有の Hadoopクラスタ作成後のユーザー定
義インストールパッケージ (RPM)を追加するオプションがあります。CiscoUCSDirectorExpress
for Big Dataでは、インスタント Hadoopクラスタの作成時または Hadoopクラスタのカスタマ
イズ時に、選択したタイプの Hadoopディストリビューションに必要なもの以外の Hadoop関
連ソフトウェアをインストールすることはできません。
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ユーザー定義のHadoop関連ソフトウェアをインストールするには、HadoopDistributionRPM.txt
ファイルで RPMのリストを指定します。この変更可能なリストは、各バージョンの Hadoop
ディストリビューションに必要なパッケージを定義します。HadoopDistributionRPM.txtファイ
ルは、サーバの /opt/cnsaroot/bigdata_templates/common_templatesにあります

Cisco UCS Director Express for Big Data Bare Metal Agent

。

たとえば、HadoopDistributionRPM.txtファイル内の RPMの一覧に、MapR-5.0.0に関して次の
ように指定します。

• mapr-v5.0.0GA.rpm.tgz

• mapr-ecosystem-5.x-20150709.rpm.tgz

• mapr-whirr-0.8.1.18380-GA.noarch.rpm

設定チェックルール
設定チェックを実行することによって既存のクラスタ設定を検証できます。設定チェックプロ

セスでは、現在のクラスタ設定をレポートの違反と設定チェックルールと照合する必要があり

ます。

設定チェックルールは、Hadoopクラスタの事前定義済みの Cisco Validated Design (CVD)パラ
メータです。設定チェックルールは [ソリューション (Solutions)] > [ビッグデータ (Big Data)]
> [設定 (Settings)]に表示されます。設定チェックが完了すると、違反が [ソリューション
(Solutions)] > [ビッグデータ (Big Data)] > [アカウント (Accounts)]の [障害 (Faults)]ページに表
示されます。設定チェックルールはいつでも有効または無効にできますが、新しいルールを追

加することはできません。

説明設定チェックルール

設定の事前定義された CVDパラメータ。パラメータ

設定チェックルールの状態で、有効 (true)または無効 (false)
。

イネーブル

Cisco Validated Design (CVD)で定義されているパラメータ
に予測された値。

[予測値 (Expected value)]

設定のパラメータの説明。Description

Hadoopディストリビューション。Distribution

Hadoopディストリビューションの最低限のサポート対象
バージョン。

[サポートされている最小ディス
トリビューション (Minimum
Supported Distribution)]

Hadoopサービス。サービス
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説明設定チェックルール

Hadoopサービスロール。Role

違反のタイプで [CVD]または [矛盾 (Inconsistent)]。Type

違反を修正するために起動できるワークフローを指しま

す。

[修正ワークフロー (Fix
Workflow)]

実際のクラスタ設定値が設定チェックルールで定義された目標値とは異なる場合、それらの設

定値は違反として報告されます。たとえば、CVDが NameNodeのヒープサイズは 4 GBであ
るとします。しかし、クラスタ設定の NameNodeのヒープサイズが 1 GBだった場合、これは
CVD違反として報告されます。また、矛盾した設定パラメータが報告されます。たとえば、
プライマリノードおよびセカンダリノード両方の NameNodeヒープサイズは同じでなければ
なりません。サイズに不一致があると、このパラメータは矛盾として報告されます。

Hadoopクラスタ設定のチェック
クラスタの設定を検証するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Accounts]を選択します。

ステップ 2 [Hadoopアカウント]をクリックします。

ステップ 3 設定チェックを実行するアカウントを選択し、[設定のチェック (Check Configuration)]をクリックします。

ステップ 4 [送信 (Submit)]をクリックします。

設定チェックが処理中であることを示すページが表示されます。

ステップ 5 [OK]をクリックします。

設定チェックが完了すると、違反が選択したHadoopアカウントの [障害 (Faults)]ページに表示されます。

次のタスク

設定チェックはこちらで追跡できます。[管理 (Administration)] > [統合 (Integration)]。[レコー
ドの変更 (ChangeRecord)]をクリックし、進行中の設定チェックを追跡し、完了したか、障害
が発生しているかどうかを確認します。

（注）
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設定違反の修正
設定チェックが完了すると、設定違反が選択したビッグデータアカウントの [障害 (Faults)]
ページに表示されます。[ビッグデータクラスタ設定 (Big Data Cluster Configuration)]ページ
でこれらの設定違反を手動で修正するか、ワークフローをトリガーできます。ワークフローを

トリガーして違反を修正するには、違反で指定されたコードと同じ名前のワークフローを作成

します。

ワークフローによる設定違反を修正するには、次の手順を実行します。

ステップ 1 [Solutions] > [Big Data] > [Accounts]を選択します。

ステップ 2 [Faults]をクリックします。

ステップ 3 修正する設定違反を選択し、[ワークフローのトリガー (Trigger Workflow)]をクリックします。

違反で指定されたコードと同じ名前のワークフローが存在する場合、ワークフローがトリガーされます。

ステップ 4 ワークフローに必要な情報を入力し、[送信 (Submit)]をクリックします。
入力を送信するとサービスリクエスト IDが生成されます。[サービスリクエスト (Service Requests)]ペー
ジでサービスリクエストのステータスを確認できます。
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